
「寺子屋朝日 for Teachers」会員規約（2022 年 4 月 1 日改定） 

 

「寺子屋朝日 for Teachers」（以下「本サービス」といいます）は、株式会社朝日新聞社（以

下「当社」といいます）が運営するウェブメディア及び当該メディアを通じて提供されるサ

ービス・コンテンツ等の総称です。本サービスの無料会員「寺子屋朝日 for Teachers 会員」

（以下「寺子屋会員」といいます）は、この「寺子屋朝日 for Teachers 会員規約」（以下「寺

子屋会員規約」といいます）に従い、本サービスをご利用いただくものとします。 

第１条（規約の適用） 

１．寺子屋会員規約は、本サービスを利用されるすべての寺子屋会員に適用されます。 

２．寺子屋会員に登録せずに本サービスを利用するユーザーには寺子屋会員規約は適用さ

れず、「ポトフウェブメディア利用規約」（https://pot.asahi.com/vmteam-pot/）が適用され

ます。 

３．寺子屋会員に登録するには、あらかじめ当社の朝日 ID 会員に登録していただく必要が

あります。朝日 ID 会員登録がお済みでない方は、朝日 ID 会員に登録の上、寺子屋会員に

登録してください。寺子屋会員には、寺子屋会員規約とあわせて、「朝日 ID 会員規約」

（https://digital.asahi.com/info/guide/index09_01.html）が適用されます。なお、寺子屋会

員の会員登録において登録した会員に関する情報（以下「登録情報」といいます）は、住所・

郵便番号を除き、朝日 ID 会員の会員情報としても登録（登録済の項目については更新）さ

れ、また寺子屋会員の登録情報または朝日 ID 会員の会員情報を更新・変更した場合は、住

所・郵便番号を除き、もう一方のサービスの登録・会員情報についても更新・変更した情報

が反映されます。 

第２条（外部コンテンツ） 

「外部コンテンツ」とは、当社以外の事業者が管理運営するソーシャルネットワーキングサ

ービス（Facebook、Twitter 等。以下「SNS」といいます）の機能または動画埋め込み機能

を使って本サービス内に表示するコンテンツ、本サービス外から引用・転載され本サービス

内に表示されるコンテンツ及び当社以外の事業者が管理運営するリンク先のホームページ

等で利用可能となっているコンテンツをいいます。外部コンテンツ及び外部コンテンツに

おける広告、商品、サービスなどについては当社は責任を負いかねますので、寺子屋会員の

判断及び責任においてご利用ください。 

第３条（広告・第三者との取引） 

本サービス上では、当社及び当社の指定する第三者の広告が掲載されます。当該広告等には

JIAA（日本インタラクティブ広告協会）の「ネイティブ広告に関する推奨規定」にのっとり、

【広告】・【PR】・【SPONSORED】等が表示され、広告主体が明記されます。当該表示が明

記された広告に起因または関連して生じた一切の損害（間接的であるか直接的であるかを

問いません）について当社は賠償する責任を負いません。寺子屋会員は、当該広告を通じて

第三者と取引等を行う場合、寺子屋会員自身の責任と判断により当該取引等を行うものと
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します。 

第４条（利用料） 

本サービスの利用料は原則無料です。また、本サービスの利用には通信料がかかることがあ

ります。本サービスの利用に伴う通信料など全ての費用は、寺子屋会員自身の負担とします。 

第５条（寺子屋会員登録） 

１．本サービスの利用者は、当社所定の手続に従い、寺子屋会員登録を行うことで、本サー

ビスに含まれる寺子屋会員専用サービスを利用できます。寺子屋会員登録をすることがで

きるのは、当社が承認した実在する個人であり、法人は寺子屋会員登録することができませ

ん。未成年者の方が登録される場合は、必ず事前に保護者の同意を得てください。未成年者

が登録をされた場合、当社は保護者の同意を得たものとみなします。 

２．寺子屋会員はご自身のアカウント（当該アカウントにログインするための ID・パスワ

ードも含み、以下総称して「アカウント」といいます）を厳重に管理する責任を負うものと

し、第三者に譲渡・貸与・開示・漏洩等してはならないものとします。寺子屋会員は、アカ

ウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用などに起因する損害につき自ら責任を負

うものとし、アカウントが第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、

速やかに当社に連絡するものとします。 

３．アカウントが不正に利用された場合であっても、当社に故意または重過失のある場合を

除き、当社は当該利用が寺子屋会員による適正な利用とみなし、当該利用により発生した一

切の損害等につき何らの責任も負わないものとします。 

４．寺子屋会員にご登録いただいた方へのご連絡は、ご登録いただいた電子メールアドレス

宛の通知または本サービス内でのプッシュ通知などで行います。寺子屋会員は、寺子屋会員

の登録情報の全部もしくは一部に変更が生じた場合または寺子屋会員を解約する場合は、

寺子屋会員ごとのマイページより、速やかに変更手続きまたは解約手続きをとるものとし

ます。手続きしなかったことにより寺子屋会員が不利益を被ったとしても、当社は一切責任

を負いません。 

５．登録情報は、本サービスの提供及び本サービスに関するご連絡・分析・統計情報の作

成、希望された方への寺子屋朝日のメールマガジンの配信（寺子屋会員の属性情報、ウ

ェブサイト閲覧履歴、アプリ使用履歴、購買履歴等を分析し、分析結果に基づい

て趣味・嗜好に応じたメールによるお知らせや広告配信をすることを含みま

す。） 、並びに当社の商品・サービス等のご案内のために当社が利用するほか、朝日 ID

会員の会員情報として連携された上で、朝日新聞グループ（当社、当社のグループ企業及

びＡＳＡなど朝日新聞を取り扱う新聞販売所をいいます）において、以下の利用目的で共

同利用します。共同利用についての公表事項及び共同利用者の範囲に含まれるグループ企

業の一覧は、「個人情報について」（https://www.asahi.com/corporate/privacypolicy/）を

ご覧ください。 

（１）商品・サービスの配送・提供 
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（２）商品・サービス・催し物の案内（寺子屋会員の属性情報、ウェブサイト閲覧履歴、ア

プリ使用履歴、購買履歴等を分析し、分析結果に基づいて趣味・嗜好に応じたメール・郵送

物等によるお知らせや広告配信をすることを含みます。） 

（３）既存の商品・サービスの改善や、新しい商品・サービスの開発などのための調査 

（４）朝日新聞グループ以外の企業等から提供された商品・サービス・催し物の案内及びプ

レゼントやアンケート類の送付（寺子屋会員の属性情報、ウェブサイト閲覧履歴、アプリ使

用履歴、購買履歴等を分析し、分析結果に基づいて趣味・嗜好に応じたメール・郵送物等に

よるお知らせや広告配信をすることを含みます。） 

朝日新聞グループは登録情報を、法令及び個人情報保護方針にしたがって安全かつ適切

に取り扱います。個人情報に関する問い合わせ、請求方法等につきましては、「個人情報に

ついて」（https://www.asahi.com/corporate/privacypolicy/）をご覧ください。 

６．当社は、以下の場合に登録情報を第三者に開示または提供することがあり、寺子屋会員

は予めこれに同意するものとします。 

（１）個人または公共の安全を守るために必要とされる緊急の場合 

（２）法令に基づき開示を要請された場合 

（３）当社の権利または財産を保護するために必要不可欠な場合 

７．寺子屋会員が本サービスを通じて当社の提携店舗等の第三者に提供した個人情報（登録

情報を含みますがこれに限りません）の取り扱いについては、寺子屋会員と当該第三者との

間で取り決めるものとし、当社は一切関与いたしません。 

８. 本サービスを提供するにあたり、当社は寺子屋会員を特定し認知するプログラム（ク

ッキー等を含みますが、これに限りません）を利用することがあります。寺子屋会員はこれ

を承諾の上、本サービスを利用するものとします。 

９．当社は、解約・解除等の事由に問わず、寺子屋会員登録終了後も、会員情報など、法令

上保管の必要のある情報を当該法令に従い保管する他、利用目的の達成に必要な範囲内で

会員の個人情報を保有し、「個人情報保護方針」に従って取り扱うものとします。 

第６条（寺子屋会員による登録解約・退会） 

１．寺子屋会員は、当社が定める所定の方法・条件により寺子屋会員登録を解約し退会する

ことができます。なお、寺子屋会員を退会しても、朝日 ID 会員の登録は解除されず（朝日

ID 会員の登録解除のためには別途当社所定の手続きを行う必要があります）、また、朝日

ID 会員の登録を解除すると寺子屋会員につきましても自動的に退会となりますので、予め

ご了承ください。 

２．寺子屋会員によるパスワードの失念、操作の誤りその他寺子屋会員の責に帰するべき原

因により解約ができない場合であっても、当社は一切責任を負わないものとし、解約のため

に積極的に協力する義務を負うものではありません。また、当社は解約できないことにより

寺子屋会員に生じた損害についても一切責任を負わないものします。 

３．寺子屋会員は、退会（朝日 ID 会員の登録を解除した場合も含みます）または当社が会
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員登録を解除した場合には、本サービスの利用履歴は自動的に消去され、再度同一の ID 等

で会員登録を行った場合でも、当該利用履歴は復元されないことを予め了承するものとし

ます。 

第７条（寺子屋会員登録の解除等） 

当社が以下の各号のいずれかに該当すると判断した寺子屋会員登録希望者について、当社

は寺子屋会員登録を承認せず、また、既存の寺子屋会員については寺子屋会員登録を解除の

上、被解除者に対し、その後の本サービスの全部または一部の提供を停止または終了するこ

とがあります。この場合でも、当社はその理由について寺子屋会員登録希望者または被解除

者に開示する義務を負いません。また、寺子屋会員登録希望者または被解除者は判断の結果

に対して異議を述べることができません。 

（１）登録情報に不備や虚偽があった場合 

（２）変更すべき事項が生じたにもかかわらず、寺子屋会員が登録情報を変更しなかった場

合 

（３）死亡したとき、または実在していないことが判明した場合 

（４）登録された連絡先に連絡がとれない場合 

（５）寺子屋会員が寺子屋会員規約に違反した場合 

（６）寺子屋会員が一定期間本サービスを利用しなかった場合 

（７）寺子屋会員規約の違反等により本サービスの全部または一部の利用を停止されてい

る場合 

（８）法令や公序良俗、またはそのおそれがある場合 

（９）本サービスの他の寺子屋会員、第三者または当社もしくは当社製品の権利、財産、名

誉、信用等を侵害する場合、またはそのおそれがある場合 

（１０）本サービス内で「第三者への提供を禁止」と指定した情報（画像・音声を含む）を

第三者へ提供した場合 

（１１）その他当社が寺子屋会員として認めることが不適当だと合理的に判断した場合 

第８条（著作権の帰属） 

本サービス及び本サービスのコンテンツ等（本サービスで表示されるコンテンツ・ダウンロ

ードできる資料等テキスト、画像、ＰＤＦ、外部コンテンツを含むものとし、以下総称して

「本サービスコンテンツ等」といいます）の著作権その他の権利は当社及び正当な著作権者

に帰属します。寺子屋会員は、本サービスの内容について、当社の事前の書面による許可な

く転載、複製、転用、転送、販売、要約、翻訳等の二次利用を行うことはできません。 

第９条（アクセスデータの利用について） 

本サービスのウェブサイトでは、以下のようなアクセスデータを取得しています。データの

収集には、Cookie や Javascript 等の技術を使用しています。 

・寺子屋会員を含む本サービスのウェブサイトの訪問者（以下「サイト訪問者」といいます）

の端末情報（オペレーティングシステムやブラウザーの種類等） 



・サイト訪問者の行動履歴（本サービスにアクセスした時刻、URL、訪問回数等） 

取得したアクセスデータは、以下のような目的に利用しています。 

・本サービス改善のための分析 

・サイト訪問者に最適と推定されるコンテンツの配信 

・行動ターゲティング広告  

上記の目的に必要な範囲で、当社が寺子屋会員の会員登録時等にご提供いただいた一部の

個人情報や、単独では個人を特定できない属性情報（生年や性別、職業等）と組み合わせ、

過去のデータを含めて用いる場合があります。 

ユーザーは、ブラウザー等の設定を変更することで、Cookie の削除や Javascript の無効化

ができますが、サービスの提供に支障を来す場合がありますので、あらかじめご了承くださ

い。 

詳細は、「アクセスデータの利用について」 

（https://www.asahi.com/corporate/privacypolicy/13019112/）をご覧ください。 

第１０条（リンクについて） 

１．利用者は、本サービスへのリンクについて、営利を目的とせず、本サービスへのリンク

である旨を明記し、フレームなしで行うなど一定の条件を満たしている限り、原則として自

由に行うことができます。ただし、本サービスの趣旨に合わない場合や情報発信源を誤認さ

せるような形でリンクを張るなど、当社の事業等を害する恐れがある場合（次項に定める方

式を含む）は、リンク自体をお断りすることがあります。なお、本サービスの編集・更新の

都合により、サービス内の各ページは予告なく変更・削除されることがあり、リンクを設定

いただいても、短期間でリンク切れとなる可能性もあることを、利用者はあらかじめ承諾す

るものとします。 

２．いわゆるフレームリンク、直リンク、エンベッドなど、本サービスの内容を他サイトの

コンテンツと組み合わせて表示するリンクや本サービスの内容が単独で表示される場合で

あっても、リンク先のホームページの一部として表示される形のリンク、または一般に当社

の信用にかかわるようなリンクの仕方は、営利・非営利を問わず禁止します。 

３．利用者は、当社が SNS でのシェアのために本サービスに設定した OGP（Open Graph 

protocol を意味し、設定されるタイトル・テキスト・画像等の一切のコンテンツを含みます）

については、当該 OGP が設定されたページで当社がシェアボタンを設置した SNS のため

にのみ使用できます。それ以外での使用については営利・非営利を問わず禁止します。 

４．利用者が前二項に定める禁止事項に反した場合には、当社は、本サービスへのアクセス

をブロックするなど必要な措置をとる場合があります。 

第１１条（当社の免責事項） 

１．当社は、本サービス及び本サービスコンテンツ等の内容、正常動作性及び機能性につい

て、明示または黙示を問わずいかなる保証（その完全性、正確性、確実性、有用性、安全性

を含みますが、これに限りません）も行いません。また、当社は、本サービス及び本サービ
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スコンテンツ等の内容及び機能を、編集、管理、削除等し、またはこれに必要な技術的な手

段を寺子屋会員に提供する義務を負わないものとします。 

２．寺子屋会員は、以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。 

（１）本サービスの変更、中断、遅延、停止、終了または不具合が生じる場合があること 

（２）第三者または他の寺子屋会員とのトラブルが生じた場合に、寺子屋会員の責任で対応

すること 

（３）本サービス及び本サービスコンテンツ等を通じて第三者から取得した情報等もしく

は第三者との取引等により生じたトラブルは寺子屋会員の責任で対応すること 

（４）上記各号について、当社がその責を免れること 

３．当社は、本サービスの通信回線設備またはシステムの障害、定期または緊急のメンテナ

ンスの必要、天災地変、戦争、疫病（新型コロナウイルス感染症や新型インフルエンザを含

む）の流行その他不可抗力による事由、その他当社が必要と考える事由に基づき、本サービ

スの全部または一部の提供を中断できるものとします。 

第１２条（禁止事項） 

１．寺子屋会員は、本サービスに関して、以下の行為を行わないものとします。 

（１）本サービス及び本サービスコンテンツ等一切を第三者へ提供・再配信する行為 

（２）本サービスの正規機能によるものを除き、本サービスコンテンツ等の複製（閲覧の際

に端末上に一時的に発生する電子的蓄積は除く）、編集、加工、翻訳、翻案、出版、転載、

頒布、放送、口述、展示、販売、公衆送信（送信可能化、インターネット上のウェブサイト

やイントラネット等への掲載を含む）及び改変をするなど、当社及び第三者の権利を侵害す

る一切の行為やそれを助長する行為、あるいはこれらを行ったコンテンツ等一切を第三者

へ提供・再配信する行為やそれを助長する行為 

（３）本サービス及び本サービスコンテンツ等を、不正・営利、広告・宣言、宗教・政治活

動を目的として利用する行為、またはその準備を目的とした行為 

（４）データマイニング、ロボット等によるデータ収集・抽出ツールを使用する行為 

（５）法令もしくは公序良俗に違反する、またはそのおそれのある行為 

（６）本サービスの評価・名声・機能を失墜、低下、毀損させる行為（本サービスのサーバ

ーに過度な負荷がかかる行為を含みます） 

（７）当社または第三者の財産、名誉・信用・肖像・プライバシー・パブリシティーに係る

権利、著作権・特許権・商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為 

（８）殺人、傷害その他の犯罪行為、自殺、集団自殺、自傷、または違法・脱法薬物の使用・

取引等に関する予告、教唆、示唆、暗示、募集、勧誘等をする行為 

（９）誹謗中傷、いやがらせ、差別（民族・宗教・人種・性別・地域・門地等、差別する内

容を問わず、また差別につながりうるものを含みます）、戦争のための宣伝、暴力、わいせ

つ、性描写、盗撮、またはその他一般に不快感を与えうる行為等、本サービスを利用して第

三者に不快感、不利益もしくは損害を与えうる行為 



（１０）異性交際を呼びかけるなど出会いの場を提供する行為、当該行為を利用して連絡・

面会する行為、または売買春もしくはその仲介を誘引し、申し込み、承諾し、もしくはその

誘引等を示唆または暗示する行為 

（１１）本サービスの趣旨に著しく外れた方法で本サービスを利用する行為 

（１２）自己もしくは第三者の個人情報を公開する行為、または第三者の個人情報を収集す

る行為 

（１３）本サービスの利用者・寺子屋会員を他サイトに誘導する行為 

（１４）目的・内容を問わず、第三者を勧誘する行為 

（１５）本サービスの運営または第三者による本サービスの利用を妨害する行為 

（１６）第三者になりすまして、本サービスを利用する行為 

（１７）その他当社が不適切と判断する行為 

２．当社は、寺子屋会員による本サービスの利用が不適切であると判断した場合は、当該寺

子屋会員に対する事前の通知、催告等を要せず、いつでも当該寺子屋会員による本サービス

の利用を停止し、または中止することができるものとします。 

第１３条（本サービスの一時的な中断） 

当社は次のいずれかの事由が生じた場合は、寺子屋会員への事前の通知なしに本サービス

の提供を一時的に中断することがあります。 

（１）本サービスを提供するための設備等の保守、点検、修理等を定期的にまたは緊急に行

う場合 

（２）天災、停電、通信回線障害等の不可抗力その他本サービスを継続することが困難とな

った場合 

（３）その他当社が合理的な理由に基づき判断する場合 

第１４条（規約・サービスの変更等） 

１．当社は、以下のいずれかの場合に、当社の裁量により寺子屋会員規約を変更することが

できるものとします。当社は、本条に基づく寺子屋会員規約の変更にあたり、変更の効力発

生日の前までに、寺子屋会員規約を変更する旨及び変更後の寺子屋会員規約の内容と効力

発生日を本サービスのトップページ（https://terakoya.asahi.com/category/forteachers）に

掲載し、周知します。 

（１）寺子屋会員規約の変更が、寺子屋会員の一般の利益に適合するとき 

（２）寺子屋会員規約の変更が、寺子屋会員規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変

更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである

とき 

２．当社は、いつでも本サービスの全部または一部を変更または終了できるものとします。 

第１５条（地位移転等の禁止） 

寺子屋会員は、本サービスにおける寺子屋会員の地位並びに権利及び義務の一切について、

第三者に貸与し、または譲渡、担保の用に供するなどの処分をし、あるいは承継させること

https://terakoya.asahi.com/category/forteachers


はできません。 

第１６条（寺子屋会員規約の効力） 

寺子屋会員規約のいずれかの規定が法令に違反していると判断された場合や無効または実

施できないと判断された場合も、当該規定以外の各規定は、いずれも引き続き有効とします。 

第１７条（準拠法、裁判管轄） 

寺子屋会員規約は日本国法に準拠し、日本の法令に従って解釈されるものとします。寺子屋

会員と当社の間で寺子屋会員規約及び本サービスに関する紛争が生じた場合、両者で誠意

をもって協議をすることとしますが、それでも解決しない場合、東京簡易裁判所または東京

地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

寺子屋会員規約：2022 年 3 月 11 日実施 

2022 年 4 月 1 日改定 


